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9 月 11 日（土）
ランチョンセミナー 1　12：00 ～ 12：50
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ：「知ることから変わるTLH“次世代デバイスで”make a new standard」
座　長：明樂　重夫（  日本医科大学 産婦人科）
演　者：出浦伊万里（  聖マリアンナ医科大学産婦人科学 / 同東横病院婦人科）
　　　　羽田　智則（  倉敷成人病センター 産婦人科）
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 2　12：00 ～ 12：50
会　場：第2会場（5F 501）
テーマ：「ハイボリュームセンターの流儀　~このひと工夫が手術を変える~」
座　長：西井　　修（  帝京大学医学部附属溝口病院）
演　者：田島　博人（  新百合ケ丘総合病院）
　　　　「「誰もが迅速・安全に出来るLMを目指して」～新百合開院9年2500件のLMで得られたもの～」
　　　　小堀　宏之（  メディカルトピア草加）
　　　　「教育と安全の両立を考えたTLHの勘所」
共　催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 3　12：00 ～ 12：50
会　場：第3会場（5F 502）
テーマ：「技術認定取得のための知っておきたいTLH評価ポイント」
座　長：干場　　勉（  石川県立中央病院）
演　者：林　　茂徳（  慶應義塾大学）
共　催：株式会社メディコン

ランチョンセミナー 4　12：00 ～ 12：50
会　場：第4会場（5F 503）
テーマ：「プロゲスチンによる月経困難症・子宮内膜症の最新治療」
座　長：甲賀かをり（  東京大学大学院医学研究科 産婦人科学講座）
演　者：谷口　文紀（  鳥取大学医学部 生殖機能医学 産科婦人科学）
共　催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー 5　12：00 ～ 12：50
会　場：第5会場（3F 303）
テーマ：「ダビンチ子宮体癌手術　大阪医科薬科大学での治療成績　そして今後の可能性」
座　長：齋藤　　豪（  札幌医科大学）
演　者：田中　智人（  大阪医科薬科大学）
共　催：インテュイティブサージカル合同会社

ランチョンセミナーのご案内
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ランチョンセミナー 6　12：00 ～ 12：50
会　場：第6会場（3F 304）
テーマ：「若手に伝えたい！TLHの工夫」
座　長：森田　峰人（  東邦大学医療センター大森病院）
演　者：山﨑　英樹（  鹿児島市医師会病院 婦人科）
　　　　「『困難症例を打開する止血操作』～バイクランプと歩んできた道～」
　　　　松本　　貴（  大阪中央病院）
　　　　「RUMI IIシステムで安全・快適に行うTLH－子宮頸部周囲・膣管をエレガントに処理する－」
共　催：株式会社アムコ

9 月 12 日（日）
ランチョンセミナー 7　12：50 ～ 13：40
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ：「TLH合併症回避　～私のMethod～」
座　長：明樂　重夫（  日本医科大学 産婦人科）
演　者：竹中　　慎（  国立がん研究センター東病院 NEXT医療機器開発センター）
　　　　林　　茂徳（  慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室）
共　催：コヴィディエンジャパン株式会社

ランチョンセミナー 8　12：50 ～ 13：40
会　場：第2会場（5F 501）
テーマ：「知ることから変わる　癒着剥離　～Science of Tissue Management ＆ Energy Device～」
座　長：大須賀　穣（  東京大学大学院 医学系研究科 産婦人科学講座）
演　者：玉手　雅人（  札幌医科大学 産婦人科学講座）
　　　　近澤　研郎（  自治医科大学附属さいたま医療センター 産婦人科）
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 9　12：50 ～ 13：40
会　場：第3会場（5F 502）
テーマ：「LACC trial後の腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術について」
座　長：京　　　哲（  島根大学医学部産科婦人科学）
演　者：小林　栄仁（  大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学）
共　催：科研製薬株式会社

ランチョンセミナー 10　12：50 ～ 13：40
会　場：第4会場（5F 503）
テーマ：「改めて学ぶ、エキスパートの腹腔鏡下子宮全摘術　～安全な視野の確保～」
座　長：新倉　　仁（  仙台医療センター）
演　者：熊切　　順（  東京女子医科大学）
　　　　小谷　泰史（  近畿大学）
共　催：オリンパス株式会社
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ランチョンセミナー 11　12：50 ～ 13：40
会　場：第5会場（3F 303）
テーマ：「婦人科疾患における機能温存手術」
座　長：万代　昌紀（  京都大学大学院医学研究科器官外科学講座 婦人科学産科学分野）
演　者：浅田　弘法（  新百合ヶ丘総合病院低侵襲婦人科手術センター 産婦人科）
共　催：あすか製薬株式会社

ランチョンセミナー 12　12：50 ～ 13：40
会　場：第6会場（3F 304）
テーマ：「目で感じる！膜・剥離ラインを捉える！-IMAGE1S™RUBINA™-」
座　長：小林　裕明（  鹿児島大学医学部産科婦人科）
演　者：浅井　　哲（  南東北グループ 医療法人社団 三成会 新百合ヶ丘総合病院 産婦人科）
　　　　「スコープが変われば、オペが変わる」
　　　　松本　　貴（  医療法人伯鳳会 大阪中央病院 婦人科）
　　　　「逆算して考えるTLHー あらためて考える切開と剥離 ー」
共　催：エム・シー・メディカル株式会社 / カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

9 月 13 日（月）
ランチョンセミナー 13　12：10 ～ 13：00
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ：「低侵襲手術を考える　～手術戦略とエナジーデバイスの選択～」
座　長：長阪　一憲（  帝京大学医学部附属病院 産婦人科）
演　者：大石　　元（  国立国際医療研究センター病院 産婦人科）
　　　　「強固な癒着をどう剥離するか～デバイスの選択」
　　　　金尾　祐之（  がん研究会有明病院 婦人科）
　　　　「婦人科がん手術におけるエナジーデバイスの使い分け」
共　催：株式会社アムコ

ランチョンセミナー 14　12：10 ～ 13：00
会　場：第2会場（5F 501）
テーマ：「腹部に傷のない腹腔鏡～vNOTESの魅力～」
座　長：安藤　正明（  一般財団法人倉敷成人病センター婦人科）
演　者：羽田　智則（  一般財団法人倉敷成人病センター産科婦人科）
共　催：Applied Medical Japan株式会社

ランチョンセミナー 15　12：10 ～ 13：00
会　場：第3会場（5F 502）
テーマ：「子宮内膜症術前診断法（NMS-E）に基づいた安全で適切な手術や薬物治療のアプローチ」
座　長：甲賀かをり（  東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座）
演　者：市川　雅男（  日本医科大学付属病院 女性診療科・産科）
共　催：バイエル薬品株式会社
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ランチョンセミナー 16　12：10 ～ 13：00
会　場：第4会場（5F 503）
テーマ：「進むOffice Gynecologyアメリカのエキスパートに学ぶ 子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除」
座　長：平池　　修（  東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座）
演　者：Samar Nahas（  Department of Obstetrics and Gynecology Division Director, Gynecologic 

Oncology and Minimally Invasive Surgery Associate professor University of 
California Riverside School of Medicine）

共　催：コヴィディエンジャパン株式会社

ランチョンセミナー 17　12：10 ～ 13：00
会　場：第5会場（3F 303）
テーマ：「明日からの術後管理にクリティカルヒット ～疼痛・嘔気の新常識～」
座　長：上田　　和（  国際医療福祉大学三田病院婦人科）
演　者：谷口　英喜（  済生会横浜市東部病院 患者支援センター）
　　　　伊藤　敏谷（  浜松医科大学産婦人科学講座）
共　催：テルモ株式会社
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9 月 11 日（土）
スポンサードシンポジウム 1　14：40 ～ 16：40
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ：「腹腔鏡手術のトラブルシューティング」
座　長：金尾　祐之（  がん研有明病院 婦人科）
演　者：小澤梨紗子（  国立がん研究センター中央病院 婦人科腫瘍）
　　　　大木　規義（  千船病院 産婦人科）
　　　　瓦林　靖広（  九州医療センター 婦人科）
　　　　長島　　稔（  昭和大学病院 産婦人科）
　　　　松浦　基樹（  札幌医科大学医学部 産婦人科学講座）
共　催：コヴィディエンジャパン株式会社

9 月 12 日（日）
スポンサードシンポジウム 2　16：00 ～ 18：00
会　場：第2会場（5F 501）
共　催：Chongqing Haifu Medical Technology Co., Ltd.

スポンサードシンポジウムのご案内
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9 月 13 日（月）
スポンサードワークショップ　13：50 ～ 15：20
会　場：第2会場（5F 501）
テーマ：「運針、縫合結紮の理論と実践　―匠に学ぼう―」
座　長：羽田　智則（  倉敷成人病センター 産婦人科）
演　者：砂田　真澄（  京都大学医学研究科 婦人科学産科学分野 ）
　　　　近澤　研郎（  自治医科大学附属さいたま医療センター 産婦人科）
　　　　堀澤　　信（  日本赤十字社 長野赤十字病院 産婦人科 第二産婦人科）
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スポンサードワークショップのご案内


